一般社団法人 岡山県通所介護事業所協議会 会員名簿（2021/9/14現在）
＜ 一般会員（1/3） ＞
法人名
医療法人萌生会 国定病院じゃんけんぽん
株式会社ＳＨＫ
有限会社ファミリーライフサポートセンター
株式会社アール・ケア

株式会社グッドライフ
株式会社 成広薬局
株式会社アイルリンク

株式会社創心會

株式会社ウェル・ビーイング
特定非営利活動法人まごころデイサービス岡山センター
株式会社アバン
株式会社ライフクリエイト
株式会社和楽
岡山医療生活協同組合

医療法人和香会
有限会社パルティーレ

事業所名
国定病院 デイサービス じゃんけんぽん
デイサービスセンターわだくり
デイサービス ファミリー
デイサービスセンター アルフィック
デイサービスセンター アルフィックセカンド
デイサービスセンター アルフィック総社
デイサービスセンター アルフィック西大寺
デイサービスセンター アルフィック尾上
デイサービスセンター アルフィック十日市
デイサービスセンター アルフィック山陽
デイサービスセンター アルフィック下中野
デイサービスセンター アルフィック東川原
デイサービスセンター アルフィック平井
認知症対応型デイサービス 葦束
グッドライフデイサービスセンター
デイサービスセンターなごみ
アイル玉野
アイル玉野別邸
アイル岡山
アイル岡山別館
創心会 リハビリ倶楽部 茶屋町
創心会 百年煌倶楽部茶屋町
創心会 五感リハビリ倶楽部茶屋町
創心会 リハビリ倶楽部 児島
創心会 リハビリ倶楽部 陵南
創心会 リハビリ倶楽部 今
創心会 リハビリ倶楽部 益野
創心会 五感リハビリ倶楽部 益野
創心会 百年煌倶楽部岡南
創心会 五感リハビリ倶楽部 岡南
創心会 リハビリ倶楽部 邑久
創心会 五感リハビリ倶楽部 邑久
創心会 元気デザイン倶楽部 茶屋町
創心会 リハビリ倶楽部 笹沖
創心会 元気デザイン倶楽部
創心会 五感リハビリ倶楽部
創心会 リハビリ倶楽部 水島
創心会 元気デザイン倶楽部 中洲
創心会 リハビリ倶楽部玉島
創心会 五感リハビリ倶楽部 玉島
創心会 リハビリ倶楽部 笠岡
創心会 元気デザイン倶楽部 総社
デイサービスセンターはなみずき西大寺
まごころデイサービス
スマイルデイサービスセンター
デイサービスセンター エルム撫川
デイサービスセンター エルム撫川 かりん棟
デイサービス福泊
認知症対応型通所介護 福泊カフェ
デイサービスセンター くらた
コープデイサービス福浜
デイサービス虹の家
デイサービス 香り
オリーブガーデンデイサービスセンター

＜ 一般会員（2/3） ＞
法人名
生活協同組合おかやまコープ

医療法人小谷医院
株式会社ねむの木
医療法人春洋会 青井医院
特定非営利活動法人あい愛
株式会社メルシ
株式会社リファイン
株式会社エムシージャパン
医療法人三戸内科医院
株式会社コンフォール
社会福祉法人早島町社会福祉協議会
株式会社おひさまデイサービスセンター
株式会社タイムケア
医療法人いずみ会三宅内科外科医院
医療法人 芥子会
株式会社敬心舎
株式会社ハッピークリエイション
有限会社新千組
医療法人道満医院
株式会社大知
医療法人ふたば会
株式会社fluffi
株式会社ひなた
丸綱青果株式会社
社会福祉法人 純晴会
医療法人 健朋会
株式会社 三垣建材店
医療法人社団 河合会
株式会社 悠喜
医療法人 岡田内科
有限会社 あいあい
株式会社 いざなぎ
ライフフォーカス 株式会社
医療法人 近藤内科
医療法人 杓永整形外科
株式会社山楽
株式会社 ザグザグ

株式会社KeizLab
株式会社 SUN GLOW

事業所名
デイサービス津島西坂
デイサービス中島
デイサービス・オルガ
デイサービス倉敷幸町
小谷医院通所介護事業所なごみ
ねむの木デイサービスホーム
通所介護 山の家クリニック 楓
デイサービス あい愛
デイサービス メルシ
デイサービス 実の里
リファイン デイサービスセンター岡南
アクティブリファインデイサービスセンター
デイサービスセンターみどりー夢
三戸内科デイサービスセンター
デイサービス コンフォールひなせ
早島町デイサービスセンター
おひさまデイサービスセンター 粒江
おひさまデイサービスセンター
デイサービスセンター 皇
医療法人いずみ会三宅内科外科医院デイサービスセンター
城本クリニックデイサービスセンター
デイサービス リハケアセンター ふるさと
デイサービスひだまり
デイサービスセンター ぐらんどきっず
デイサービスセンター長尚苑
デイホーム 縁
デイサービス ラ・クーラ
フラフィデイサービス
デイサービスセンタークローバー
プチアイル益野
アイルまるつな
デイサービスセンター浮洲園
デイサービスセンター大安寺
アイル岡南
デイサービスセンターげんき
デイサービスゆうき
デイサービスセンターおくだ
デイサービスセンター花さき山
デイサービスはじめの一歩
デイサービスいざなぎクラブ
デイサービスほっこり
デイサービスセンター宗堂さくら苑
杓永整形外科 デイサービスセンター
アイル倉敷田ノ上
ザグスタ備前
ザグスタ北方
ザグスタ野田
ザグスタ真備
ザグスタさい
ザグスタ中島
ザグスタ高島
ザグスタ北長瀬
ザグスタ一宮
ザグスタ北畝
ザグスタ平島
なつかわの郷デイサービスセンター
デイサービス かがやき
かがやき セカンド Premium

＜ 一般会員（3/3） ＞
法人名
株式会社メゾネット

医療法人 養命会
株式会社アイリーフ
株式会社ツクイ

玉野環境技術株式会社
有限会社エバ
岡﨑共同株式会社
社会福祉法人 勝央福祉会
医療法人一進会
社会福祉法人 スキーム福祉の会
株式会社 博千
医療法人こころ勝北診療所
三井造船生活協同組合
株式会社よろこびのたね
社会福祉法人 清桜会
有限会社ハートサプライ
社会福祉法人 倉敷中央天寿会
有限会社ホット・ライフ
株式会社安眞
ソエル株式会社
株式会社Nライフケア
まごのて村株式会社
株式会社タイオン365
PCらいふ株式会社
特定非営利活動法人 元気交流クラブ たけのこの家
公益財団法人 岡山市ふれあい公社

社会福祉法人 常山福祉会
社会福祉法人 松風会
医療法人渡辺医院
社会福祉法人 創心福祉会
医療法人 翠松会
有限会社創和
医療法人 仁徳会
有限会社よりあい
株式会社SUMAIZU
株式会社勝北
有限会社 すえ広企画
株式会社ベイシス
一株式会社
株式会社リアズ
中谷興運株式会社 ライフケア事業部
社会福祉法人 壷中会
株式会社サルピス
社会福祉法人岡山中央福祉会

99法人 182事業所

事業所名
星の家中央デイサービスセンター
星の家きらりデイサービスセンター
フィットネス デイサービス ステップス
デイサービスセンター養命館
アイリーフデイサービスセンター西口
ツクイ岡山平福
ツクイ岡山新保
ツクイ岡山御南
ツクイ岡山原尾島
ツクイ総社
ツクイ倉敷西阿知
ツクイ倉敷連島
ツクイ岡山大安寺
ツクイ倉敷中庄
茶話本舗デイサービスはやしまの郷
デイサービスセンターsora
デイサービスセンターやわらぎ
通所介護ワンステップ
通所介護なの花
グリーンアンドリバーホーム デイサービスセンター
デイサービスはくせん
デイサービス出雲乢
ひなたぼっこ荘内
ひなたぼっこ玉
コンパスウォーク円山
コンパスウォーク益野
あさひ園通所部
デイサービス小鳥の森苑
倉敷中央デイサービス
デイサービス・カモミール
デイサービスセンターあんしん
つるの里デイサービスセンター
入浴特化型デイサービス ゆらら
まごのて村デイサービス「さくら庵」
タイオンデイトレ倉敷
タイオンデイトレ雄町
ニコらいふ岡山今センター
たけのこの家
岡山ふれあいデイサービスセンター
友楽園デイサービスセンター
西大寺ふれあいデイサービスセンター
北ふれあいデイサービスセンター
御津ふれあいデイサービスセンター
西ふれあいデイサービスセンター
南ふれあいデイサービスセンター
グランデパール通所介護事業所
デイサービスセンターカドタ
デイサービスみらい
百年煌倶楽部 平田
越宗医院デイサービスセンター
デイサ－ビス ルミエ－ル桜が丘
デイサービス亀池荘
通所介護もりした
デイサービスセンターよりあい
デイサービス空楽
デイサービス勝福
デイサービス勝福ひかみ
デイサービスじーちゃん・ばーちゃんのお家
デイサービス青い宙
デイサービスセンター万倍の里
デイサービスセンターながとし
プランタン・デイサービスセンター
デイサービスセンターこもれびの里
サルピスデイサービスセンター
健生園デイサービスセンター
中野けんせいえんデイサービスセンターひなた
岡山市会陽の里デイサービスセンター
さくら苑デイサービスセンターつくしんぼ
デイサービスセンターさっちゃん家
デイサービスセンターかなおか

＜ 賛助会員 ＞
法人名
株式会社オアシスジャパン
タニコー株式会社
株式会社エクシング 西日本エリア営業Ｇ 岡山支店
株式会社メイクニュープロダクト
岡山ダイハツ販売株式会社 第2営業部 第5ブロック法人グループ
東洋羽毛中四国販売株式会社 岡山営業所
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社日本トリム 岡山営業所
大王製紙株式会社 中国営業所
株式会社ツクイキャピタル

10法人
＜ 個人会員 ＞
8名

